２００４．１０．１５

１０

第７号

October
発行 飛騨高山まちづくり本舗
住所 〒506-0845
高山市上二之町 44-4
電話＆FAX 0577-33-5282
hompo@takayamashishouren.net
http://www.takayamashishouren.net/d/

こどもまちづくり作品展‘04
市内各所で作品展開催中！
さるぼぼが
むかえてくれた煥章館展

今年で８回目となる「こどもまちづくりコンクー
ル」こどもたちの視点を大切にしたまちづくりをす
すめてゆきたいと始まったこの企画は、こどももお
となも共に育むきっかけとして小さな芽があちら
こちらに･･･。今年応募のあった作品は７３作品。
どの作品もすばらしいものばかり。今回、ひとりで
も多くの方に見ていただけたらと、そのうち入賞し
た１７作品の展示会が各所で開催されています。
大人の心をおおいに感動させるのは、“まち”や
“くらし”をテーマに家族や兄弟、友達と根気に取
り組む姿勢です。まちに心をよせるこどもたちが育
っていることを実感できるこの頃です。

作

図書館生涯学習ホール

9･10 日

主催:こどもまちづくりコンクール実行委員会

←小１の女の子がおばあちゃん
に教えてもらいながら、毎日少し
ずつ完成させたさるぼぼがあり
ました。さるぼぼ作りを通じて祖
母から孫へじかに伝えられた飛
騨の風習。豊かな時間がそのまま
作品になっていました。

品 展 の 日 程

◆三福寺農業研修センター
１６日(土)･１７日(日)

午前１０時～午後５時

◆まちひとぷら座かんかこかん
２２日(金)･２３日(土)･２４日(日)

１７

作 品

●徹 底 調 査

の

ご

紹

介

いまどきの商 店 街

午後１時～午後５時

●は調べ研究

『本町商店街に行ってみよう』(ま
ちづくり大賞)は、商店街と市民
からのアンケートの集計をまとめ
たもの。近々、商店街だよりでも
紹介される予定です。

○は工作
でですです

『本 町 商 店 街 に行 ってみよう』

門谷

●拾ったごみの数 832 ケ(タバコ 315 本）『きれいな町高山まち探険ごみ調べ』
●夜もきれい…と

研究堂々三年目

●気がつかなかったところに

菜津子さん（花里４）

下垣内

小林

麻奈さん（東４）

『りったいちず』

築地

勇人さん（北１）

●全部答えられるかな

『高山のクイズ』

杉山

智穂さん（北２）

●今はない竹屋、しょうけ屋、印籠屋

『ぼくの住んでいる片原町のうつり変わり』

澤木章人さん（山王５）

●氷かきの機械も

『高山かき氷 MAP』

高山っ子

お国柄も

あおさぎ

いろいろ

まちのひと

○さるぼぼづくり日記
○おいしいものもあって

しあわせ

『バリアフリーをめざして』

沙月さん（花里６）

○家までの道を先生に知ってもらう

●こみち

心よせて

『公衆便所の研究３』

柏木

樹 実 さん（東 ３）

彩乃さん（山王１）

『無料で行けるところに行ってみました』

田中

豪志さん（山王６）

岩下

彰子さん（山王６）

廣田

幸恵さん（花里２）

『高山のこんなところ』
『ずっとのこしたい

わかったこと

●建てかえになる保育園の思い出

りえさん（北５）
美月さん（北２）

熊原

○飛騨のたからものいっぱい折り紙
歩いて

中村

『さるぼぼ』

●笑顔とゴミの関係って？？？
●汗して

今井

『わたしの大すきな宮川マップ』

〔作文〕

たからもの』

『高山発 10 コの小学校たんけんたい』

山本

遼さん（北３）

『私たちの総和保育園』
牛丸裕晶さん（北４）牛丸絢華さん（北６）牛丸貴博さん（北６）

●地元の人にも来てもらうには？

『GO GO 朝市』

○スキップしたい もざいくもようの道

『 こんな公園があったらいいな』

松井 静香さん（江名子５）坂本真奈美さん（江名子５)
三井 龍さん（新宮２）

New!!
きららハウスの手づくりコーナーがお目見え
pod の秋は ますますにぎやかに
pod(第一期)の頃、斜め向かいの｢福祉の店いちご｣から、
やまゆり学園のパンが届いていました。お店は手づくり品が
並び、いろいろな人が立ち寄れる場でしたが 一昨年閉店
し、今はありません。
さて、ｐｏｄにこの７月にオープンしたＴシャ
ツ屋とゆう工房。それぞれの商品が持つ多
彩さに加えて、最近は NPO 法人「さんしょ
の会」の障がい者通所作業所「きららハウ
ス」の手づくり作品コーナーができていま
す。地域で地域との交流を図りながら心豊
かに生きたいという願いが、商店街でご縁
を結んだようです。

まちづくり文庫に入りました

店は人の横に人を作り
そのまた横に人を作るといえり
『だがしや楽校のススメ』 松田道雄他著
だがし屋。子ども相手におばあちゃんが開いていたこのなつかしい店
が、放課後の子どもたちにとって、もう一つの学びと育みの場であったと
いう意味で，だがし屋を学校ならぬ楽校となぞらえたのがだがしや楽校。
福沢諭吉風なイラストの表紙が目印。ページ
をめくるごとにワクワク。後半のページは企画
ノートになっている。
これからの動き方やまちづくりへのヒントが
みつかるユニークな本。りんくるりん縁日も二
十四日市も今や楽校なのかもしれません。
同時に『駄菓子屋楽校』も入庫しています｡

子育て中のみんなにお役立ち情報を！

映画上映会
エー

ドキュメンタリー映画

「A」

森達也監督/1998 年/135 分

日時：10 月 26 日（火） PM７：００～ 文化会館３－２音楽室
主催：シネマ True Tree
松本サリン事件や地下鉄サリン事件などで日本中を震撼させたオウム真理教
（現アーレフ）。本作は、あくまでも中立的立場を堅持しつつ、教団の広報担当
者荒木浩に密着し、「なぜ事件が起きたのか？」ではなく、「なぜ事件の後も信
者で居続けるのか？」という点を追求していくドキュメンタリーである。(チラシより)

－来月アンケートがスタートします－
かんかこかん１階のこどもひろばが乳幼児の子育てに奮闘しているみな
さん向けに、高山市内の便利な情報がぎっしり詰まったマップを発行する
ことになりました。現役ママたちの声をよりたくさん集めようと 11 月からアン
ケートを実施します。かんかこかん、児童センターなどのこども施設やホー
ムページからも投稿できるようにする予定です。現在制作担当のまちづく
り本舗がアンケート作成中！「ぜひみんなに教えてあげたいわ！」という、
とっておきのまちの情報をじゃんじゃん教えてくださいね。
まちづくり本舗 TEL&FAX 33-5282 hompo@takayamashishouren.net

私を大事に あなたを大切にできる

福祉・まちづくりの集い
富山モデルの生みの親である惣万加代子さんをはじめとす
る、地域福祉とまちづくり、地域コミュニティの先駆的な取り組み
をされている方によるフォーラムを開催します。

11/13

お食事会のボランティアさん募集！
地域の方々の交流の場で、１～２ヶ月に１回程度、
昼食会のお手伝いをして頂ける方を募集していま
す。栄養士さん歓迎。お料理を作ったり、みなさんと
食べたりおしゃべりしたりすることの好きな方、大歓迎
です！詳しくはお電話ください。
ひだＮＰＯ活動センター 空町倶楽部
高山市宗猷寺町４４
電話・ＦＡＸ 35-3238 大塚
火～木 10:00～15:00 にご連絡ください

日時 11 月 13 日（土）
く り
会場 高山別院 庫裡
参加費 500 円
ＮＰＯ法人あんきや 0577-32-7283

ベンチャー企 業 フォーラム in 高 山

予告

～女性の視点から新しい独創性を発掘！～
女性が持つキャリアやアイデアを活かした女性起
業家のビジネスプランの発表や女性起業家とのネッ
トワーク作りを進めるフォーラムです。ＮＨＫ「２１世紀
ビジネス塾」キャスター、藤沢久美さんによる講演な
どが行われます。

世界の出来事に映像と音楽で近づく！
高山出身の医師、桑山紀彦さんのコンサート

１１月２７日（土） 高山市文化会館
小ホール

PM１：００～

５００円

チケットをお求めの方は、
高山市民文化会館・まちひとぷら座かんかこかん・
ひだ NPO 活動センター空町倶楽部・NPO 法人ソムニードまで
[協力団体]
あんきや/サポートコミュニティ飛騨/ソムニード/高山子ども劇場/高山市
PTA 連合会/地球と暮らしを考える会/飛騨高山地球村/飛騨高山まちづ
くり本舗/ひだまりの会/ひだ NPO 活動センター空町倶楽部/ポパイランド
/もちもちの会/楽楽地球人（アイウエオ順）

日時：11 月 5 日（金） 13:30～ 受講料：無料（3 部のみ千円）
場所：飛騨・世界生活文化センター 大会議室
主催：財団法人岐阜県研究開発財団、ドリームゲート中部
問合せ：エンタープライズ岐阜事務局 0583-79-2220
http://www.gikenzai.or.jp/enpura/takayama/index.html

★ かんかこかん information ★
日 時
10 月 22～
24 日
10 月 19 日
11 月 25 日

内

容

第８回こどもまちづくりコンクール

入賞作品展
ベビーマッサージ教室（１回目）
ベビーマッサージ教室（２回目）

